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添付資料（1） 平成21年度地元企業による地域貢献・社会貢献調査 調査票    

    

    

平成平成平成平成21212121年度多賀城市市民活動年度多賀城市市民活動年度多賀城市市民活動年度多賀城市市民活動サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター事業事業事業事業    

    

平成平成平成平成21212121年度年度年度年度    

地元企業地元企業地元企業地元企業によるによるによるによる地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献・・・・社会貢献活動調査社会貢献活動調査社会貢献活動調査社会貢献活動調査    

調調調調    査査査査    票票票票    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【 お問い合わせ先 】 

■調査事務担当（調査票発送・回収・集計等） 

多賀城市市民活動サポートセンター 

〒985-0873多賀城市中央二丁目 25-3 TEL:022-368-7745 （担当：工藤 桃生 近藤） 

■調査実施主管 

  多賀城市 総務部 地域コミュニティ課 市民活動促進係 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目 1-1 TEL:022-368-1141（内線 252） 

（担当：吉田 石山）     

    

調 査 項 目 

１ 会社（事業所）の概要について 質問１  ～ 質問４ 

２ 地域・社会貢献活動の取り組み状況について 質問５  ～ 質問１５ 

３ 地域貢献・社会貢献活動一般について 質問１６ ～ 質問１８ 

４ 多賀城市市民活動サポートセンターについて 質問１９ ～ 質問２３ 

■本調査は、多賀城市内における地元企業・商店等の地域づくりへの参画に向けた意識調査などを

目的とし、多賀城市市民活動サポートセンター事業として実施いたします。 

■回答内容は、平成 21 年 1１月 1 日時点の御社とその経営者（支店・営業所等にあっては支店長・

所長等）の責任者の状況をご記入ください。 

■このこのこのこの調査票調査票調査票調査票にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をごをごをごをご記入記入記入記入いただきいただきいただきいただき、、、、平成平成平成平成 21212121 年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））までまでまでまでにににに同封同封同封同封のののの封筒封筒封筒封筒

にてにてにてにて、、、、多賀城市市民活動多賀城市市民活動多賀城市市民活動多賀城市市民活動サポートセンターまでごサポートセンターまでごサポートセンターまでごサポートセンターまでご返送返送返送返送くださいくださいくださいください。。。。    

 

【調査票・調査データの保存について】 

本調査で多賀城市が取得した調査票とそのデータは、多賀城市市民活動サポートセンター内において適

切な管理のもと保存いたします。 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

本調査で多賀城市が知りえた個人情報は、多賀城市個人情報保護制度に則り厳重に保管・管理します。    
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．会社会社会社会社・・・・事業所事業所事業所事業所のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    
 

 
質問１ 本社・支店の区別をお答えください 
 

１ 本社（本店） 

２ 支店（営業所・事業所・出張所など） 

 
質問２ 業種を以下よりお選びください。あてはまるものすべてに○印をつけてください。 
 

 農林漁業・鉱業  卸売業  小売業 

 飲食・宿泊業  サービス業  情報・通信業 

 電気・ガス・熱供給業  製造業  食品製造業 

 金融・保険業  印刷業  不動産業 

 運輸・交通業  建設業  医療・福祉業 

 その他 （                                ） 

 
質問３ 創業からの年数をお答えください。あてはまるものに○印をつけてください。（以下省略） 
 

 3年未満  3年～5年未満  5年～10年未満 

 10年～20年未満  20年～40年未満  40年以上 

 
質問４ 常用従業員数をお答えください 

 ※常用従業員とは雇用期間を定めず雇用した人や、2か月以上の雇用期間を定めて雇用した人を言います。 
 

 家族のみ  10人未満  10人～29人 

 30人～49人  50人～99人  100人～299人 

 300人～499人  500人以上  
 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて    
 

質問５ 現在、地域貢献・社会貢献に取り組んでいますか？ 

   

※地域貢献…町内会、子ども会、お祭り、スポーツ少年団・地域清掃など地域社会への貢献・協力など。 

実行委員会形式で開催する、各種の地域イベントへの協力も含みます。 

  ※社会貢献…福祉、環境、子育て、まちづくりなど社会課題に取り組むＮＰＯなどへの協力・支援など。 
 

 

 

 １  会社として取り組んでいる 

  ⇒ 質問質問質問質問６６６６～～～～１１１１１１１１にお答えください。 

 ２  会社として取り組みながら、経営者個人としても取り組んでいる 

    ⇒ 質問質問質問質問６６６６～～～～１１１１１１１１と、質問質問質問質問１３１３１３１３・・・・１４１４１４１４にお答えください。 

 ３  会社として取り組んでいないが、経営者が個人的に協力・参加している 

    ⇒ 質問質問質問質問１２１２１２１２・・・・１３１３１３１３・・・・１４１４１４１４にお答えください 

 ４  会社としても経営者個人としても取り組んでいない。 

    ⇒ 質問質問質問質問１２１２１２１２・・・・１５１５１５１５にお答えください。 
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質問６ 会社として取り組んでいる地域・社会貢献活動はどのような内容ですか？ 

    あてはまるものすべてに○印をつけてください。 
 

 １  ＮＰＯの活動に商品・サービスを無償提供している。 

 ２  ＮＰＯの活動に設備や店舗・資材を提供している。 

 ３  ＮＰＯの活動に従業員を参加させている。 

 ４  ＮＰＯへ寄付・協賛を実施している。 

 ５  町内会など地域活動に商品・サービスを提供している。 

 ６  町内会など地域活動に設備や店舗・資材などを提供している。 

 ７  町内会など地域活動に従業員を参加させている。 

 ８  町内会など地域団体に寄付・協賛金を提供している。 

 ９  学校など教育機関からの生徒の職場体験・インターンシップの受け入れを実施している。 

 10  地域イベントの実行委員会に参加もしくはその実施に協力している。 

 11  従業員のボランティア活動・地域活動を支援している。 

 12  市民向け講演会・勉強会などの開催・社員の講師派遣に協力している。 

 13  災害被災地への社内募金・寄付を実施している。 

 14  基金・財団などを設立している。 

 
15   その他（                                     ） 

 

●具体的な取り組み内容をお答えください。 
                                           

 
質問７ 「質問６」の活動に取り組むことで、会社が得られている効果はどのようなものですか？ 

    あてはまるものに２つまで○印をつけてください。 
 

 １ 顧客である地域との信頼関係の構築に役立っている。 

 ２ 地元企業としてのイメージ・知名度・ブランド力の向上に効果がある。 

 ３ 地域の潜在的なニーズに対するマーケティング効果を得ている。 

 ４ 市民との交流を進めることによって、社内の活性化に役立っている。 

 ５ 従業員が自社とその事業に対して誇りを高める効果を得ている。 

 ６ 効果は得られていない。 

 7 その他（                                     ） 

 

 

質問８ 「質問６」の活動における意思決定は、どのように行われていますか？ 
 

A． 

 １ 本社で決定 

 ２ 支社・支店ごとに決定 

B． 

 １ 経営者の判断・指示 

 ２ 各部・課・担当からの提案をもとにした組織決定 

 ３ 従業員からの個別提案を組織決定に反映させている 

 ４ その他（                                     ） 

 
 

 



 43

質問９ 「質問６」の活動の実施体制はどのようになっていますか？ 
 

 １ 経営者が直接判断・指示している。 

 ２  専任の担当者がいる。 

 ３ 兼務の担当者がいる。 

 ４ 専任の担当部署を置いている。 

 ５  その他（                                     ） 

 
質問１０ 「質問６」の活動を実施するなかで、感じている課題はありますか？ 

      あてはまるものすべてに○印をつけてください。 
 

 １  コスト負担が大きい。 

 ２  マンパワーが不足している。 

 ３  効果をあまり実感できていない。 

 ４  取り組み内容がマンネリ化している。 

 ５  取り組みを進めるノウハウが不足している。 

 ６  社内での理解が広がらない。 

 ７  社外・地域での理解が広がらない。 

 ８  事故や補償などのリスク管理に不安がある。 

 ９  活動の成果が売上・収益の向上に反映されていない。 

 
10   その他（                                    ） 

 
質問１１ 「質問６」の活動を今後も継続していきますか？ 
 

 1  積極的に継続していく。 

 2  成果が認められれば継続していく。 

 3  打ち切る方向で検討している。 

     ⇒理由（                                  ） 

 
質問１２ 企業として地域・社会貢献活動に取り組まない理由はどのようなものですか？ 

あてはまるものに２つまで○印をつけてください。 
 

 １  経済的なコスト負担が難しい。 

 ２  マンパワーの確保が難しい。 

 ３  何をすればよいのかがわからない（情報がない・ノウハウがない） 

 ４  地域・社会貢献活動の必要性を感じていない。 

 ５  社内の理解が得られない。 

 ６  経営者が個人的に地域・社会貢献活動に参加しているので、会社としての活動は不要。 

 
7  その他（                                    ） 

 

質問１３ 現在、経営者個人として参加・協力している地域・社会貢献活動はどのようなものですか？ 

あてはまるものをすべてに○印をつけてください。 

※支店・営業所等にあっては、支店長・所長など事業所の代表者の方がお答えください。 
 

 １  NPOの会員になっている。 

 ２  NPOの理事を務めている。 

 ３  NPOに寄付や物品提供などをしている。 

 ４  NPOの活動にボランティアとして参加している。 

 ５  町内会など地域団体の会長・役員を務めている。 

 ６  町内会など地域団体の活動にボランティアとして参加している。 

 ７  町内会など地域団体の活動に寄付や物品提供などをしている。 

 
８  その他（                                    ） 
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質問１４ 経営者個人として「質問１３」の参加・協力によって得られている効果はどのようなものです

か？あてはまるものすべてに○印をつけてください。 
 

 １  地元企業の経営者として地域住民からの信頼を得ている。 

 ２  地元企業として顧客からの信頼を得ている。 

 ３  業種を超えた人脈づくりにつながっている。 

 ４  社会的責任を果たす経営者として業界内で信頼を得ている。 

 ５  自分の生きがいや充足感を得ている。 

 ６  地域情報を得る機会が増え、自身の企業経営の参考としている。 

 ７  効果は得られていない。 

 
８  その他（                                    ） 

 
質問１５ 現在、経営者個人として地域・社会貢献活動に関わっていない理由を教えてください。 

あてはまるものに２つまで○印をつけてださい。 
 

 １  経済的負担が大きい。 

 ２  多忙で時間がない。 

 ３  どのように取り組むべきかわからない（情報がない、ノウハウがないなど） 

 ４  会社として取り組んでいるので、経営者個人の協力・参加は必要ない。 

 ５  地域貢献・社会貢献活動に意義を感じていない。 

 ６  効果・メリットが期待できない。 

 ７  効果は得られていない。 

 
８  その他（                                    ） 

    

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献・・・・社会貢献活動一般社会貢献活動一般社会貢献活動一般社会貢献活動一般についてについてについてについて    
 

質問１６ 実際に行われている、以下のような地域貢献・社会貢献活動をご存知ですか？ 

知っているものをすべてに○印をつけてください。 
 

 １  企業の送迎車を活用した、地域住民のための乗合バスの運行。 

 ２  社員が配食サービスのNPOに協力し、お弁当を地域の高齢者に配達する。 

 ３  小学生・中学生に職場体験の機会を提供する。 

 ４  高校生・大学生のインターン生を受け入れる。 

 ５  企業がNPOとともに、農家を支援して地産地消の取り組みを推進する。 

 ６  社員が町内会などの地域清掃に協力する。 

 ７  企業が地域のお祭りなど行事の開催に協力する。 

 ８  企業が町内会やNPOの活動のために敷地や店舗・設備を提供する。 

 
９  その他（                                    ） 

 
質問１７ 会社が地域貢献・社会貢献活動に取り組むことは重要だと思われますか？ 
 

 １  非常に重要だと思う。 

 ２  現在はその意義を感じていないが、今後重要になっていくと思う。 

 ３  重要だとは思わない。 

 ４  わからない。 

 

 

 



 45

質問１８ 企業がＮＰＯや地域団体と連携・協力するには、どのような条件が必要と思われますか？ 

あてはまるものすべてに○印をつけてください。 
 

 １  NPO・地域団体が、それぞれの活動目的と活動内容を明確にすること。 

 ２  連携・協力内容を明確にすること。 

 ３  連携・協力に際して責任・役割分担を明確化すること。 

 ４  NPO・地域団体が、会計処理や事業報告など説明責任・情報公開を果たすこと。 

 ５  NPO・地域団体が、適切な事務処理能力を有すること。 

 ６  自社が参加しやすい活動・協力内容が整えられること。 

 
７  その他（                                      ） 

 

 
ⅣⅣⅣⅣ．．．．多賀城市市民活動多賀城市市民活動多賀城市市民活動多賀城市市民活動サポートセンターについてサポートセンターについてサポートセンターについてサポートセンターについて    
 

質問１９ 地域づくりの拠点として、新たに多賀城市市民活動サポートセンターが平成２０年６月に開館し

たことを知っていますか？ 

 

 １ 知っている 

 ２ 知らなかった 

 
質問２０ 多賀城市市民活動サポートセンターでは、地元企業からの地域貢献・社会貢献活動について随時

相談を受け付けるとともに、関連する情報を収集して提供しています。 

こうしたサービスを利用したいと思われますか？ 
 

 １  積極的に利用したい。 

 ２  機会があれば利用したい。 

 ３  今のところ、利用したいとは思わない。 

 ４  よく分からない。 

 
５  その他（                                    ） 

 
質問２１ 多賀城市市民活動サポートセンターに、地域貢献・社会貢献について相談してみたいことはあり

ますか？以下の欄にご自由にお書きください。 
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質問２２ 多賀城市市民活動サポートセンターにご意見などございましたら、以下の欄にご自由にお書きく

ださい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
質問２３ 今後、多賀城市市民活動サポートセンターより地域貢献・社会貢献活動や地域づくりについての

イベント案内や情報をお届けしてもよろしいですか？ 
 

 １ はい 

 ２ いいえ 

 

 
※上記質問で１（はい）とお答えになられた場合のみ、以下をご記入ください。 
 

■会社（事業所）の名称をご記入ください 
 

名 称 

ふりがな 

 

 
■ご担当者のお名前をご記入ください 
 

回答者氏名 

ふりがな 

 

 
■会社の所在地・ご連絡先をご記入ください。 
 

事業所情報 

（連絡先など） 

住 所：〒 

電 話： FAX： 

E-mail： 

HP アドレス： 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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添付資料（2） 調査報告会： 講師（紅邑晶子氏）講演資料 

平成平成平成平成21年度地元企業年度地元企業年度地元企業年度地元企業によるによるによるによる地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献・・・・社会貢献活動調査報告会社会貢献活動調査報告会社会貢献活動調査報告会社会貢献活動調査報告会

まちとまちとまちとまちと企業企業企業企業のののの幸幸幸幸せなカタチせなカタチせなカタチせなカタチ
―地域地域地域地域貢献活動貢献活動貢献活動貢献活動でででで高高高高めるめるめるめる！！！！経経経経営力営力営力営力とととと地域力地域力地域力地域力－－－－

【【【【地域地域地域地域をををを元気元気元気元気にするにするにするにする！！！！地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動】】】】

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 せんだい・みやぎせんだい・みやぎせんだい・みやぎせんだい・みやぎNPOセンターセンターセンターセンター

常務常務常務常務理事理事理事理事・・・・事務事務事務事務局長局長局長局長 紅邑晶子紅邑晶子紅邑晶子紅邑晶子

 

【あるリフォーム会社のまち美化活動】

� 社員の提案で清掃活動を始めた。

� 会社のある場所は、賃貸住宅や高齢者住居者の
多い地域、ゴミが目立っていた。

� そこで、活動が拡大していき、

ゴミ拾いから公園の雑草の草刈りなども

行うようになった。

 

� しかし、活動が一部の社員の活動になり、

マンネリ化していった。

� そこで、他社の取り組みに学ぶことを

思いついた。

� 社長が自社の取り組みに

本気で生かそうと決意した。

 

� 当時、あまり積極的ではなかった中堅の社員に
社長が相談したところ、新たなアイデアを提供
してくれた。いまでは、中心的な役割を担って
くれるようになった。

� ある女子社員は、区役所に行った際、「いつも
きれいに清掃していただいてありがとうござい
ます」と声をかけられ、うれしくなって、活動
に参加するようになった。

� 昨年は、町内会から感謝状をいただいた。

 

� 社員のモチベーションは、

地域住民の声である。

� 仕事の幅も、地域からの依頼がここ数年で

倍以上になってきた。

� 信頼される企業は、

文字通り地域に頼られる企業。

それは、地域とともに生きる企業のこと。

 

地域地域地域地域をををを元気元気元気元気にするにするにするにする！！！！
地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動とはとはとはとは

地域地域地域地域のののの企業企業企業企業がががが元気元気元気元気にににに活躍活躍活躍活躍するにはするにはするにはするには、、、、
地元住民地元住民地元住民地元住民にににに愛愛愛愛されるされるされるされる企業企業企業企業であることであることであることであること。。。。

無理無理無理無理なくなくなくなく、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと余計余計余計余計にににに、、、、
地域地域地域地域のためにおのためにおのためにおのためにお役役役役にににに立立立立つことをやってみるつことをやってみるつことをやってみるつことをやってみる。。。。

地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動はははは、、、、社員同士社員同士社員同士社員同士のコミュニケーションをのコミュニケーションをのコミュニケーションをのコミュニケーションを
良良良良くするためのくするためのくするためのくするための活動活動活動活動でもあるでもあるでもあるでもある。。。。

住住住住みみみみ心地心地心地心地がよくがよくがよくがよく、、、、安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちにはらせるまちにはらせるまちにはらせるまちには、、、、
地域地域地域地域のためにのためにのためにのために、、、、地域地域地域地域とともにあるとともにあるとともにあるとともにある企業企業企業企業があるがあるがあるがある。。。。
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地域地域地域地域のののの企業企業企業企業がががが

元気元気元気元気にににに活躍活躍活躍活躍するまちはするまちはするまちはするまちは、、、、

活力活力活力活力のあるのあるのあるのある市民生活市民生活市民生活市民生活がががが営営営営まれるまれるまれるまれる

まちになるまちになるまちになるまちになる。。。。
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添付資料（3） 調査報告会：調査票集計結果報告 

調査実施時期調査実施時期調査実施時期調査実施時期：：：：平成平成平成平成21212121年年年年12121212月月月月

調査票配布数調査票配布数調査票配布数調査票配布数：：：：1033103310331033通通通通

調査票回収数調査票回収数調査票回収数調査票回収数：：：：179179179179通通通通

回収率回収率回収率回収率：：：：17171717．．．．3333％％％％

調査対象調査対象調査対象調査対象：：：：主主主主にににに市内事業者市内事業者市内事業者市内事業者

 

１．主に多賀城市内に所在する幅広い業種と規模（社員
数）の企業・商工業者を対象とし、実態を調べること。

２．企業・商店のみならず、経営者等個人による地域貢
献活動の実態についても調査項目に含めること。

３．企業・商工業者と地域団体（町内会等）をパートナー
とした「地域貢献活動」、ＮＰＯをパートナーとした「社
会貢献活動」の両方について実態を調べること。

４．地域・社会貢献活動の実施における企業・経営者の
意識についても調査項目に含めること。

 

■常用雇用人数による規模は、家族経営から300人以
上の事業所まで幅広く構成。

■上記事項のう ち、「家族のみ」「10人未満」の企業・商
工業者が全体の70% を占める。

■創業年数は、20年以上事業を継続している企業・商
工業者が73% と高い比率を構成。

■業種は15種以上からの回答。特に「建設」「小売」
「サービス」の分野がそれぞれ約20% を占めた。

 

28%28%28%28%

28%28%28%28%

27%27%27%27%

17%17%17%17%

地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

会社会社会社会社としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

会社会社会社会社としてもとしてもとしてもとしても経営者経営者経営者経営者としてもとしてもとしてもとしても取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

会社会社会社会社としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでいないがんでいないがんでいないがんでいないが、、、、経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人がががが取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

会社会社会社会社としてもとしてもとしてもとしても経営者経営者経営者経営者としてもとしてもとしてもとしても取取取取りりりり組組組組んでいないんでいないんでいないんでいない

●回答企業・商工業者のう ち、
83％の企業・経営者個人とし
て、地域・社会貢献活動に取り
組んでいる。

●規模の大きな企業ほど、取り
組んでいる形態は多様化する
傾向が認められる。

 

●町内会への協力が多数を
占め、中でも 「協賛金・寄
付金の提供」が多い。

●次いで、地域イベント実行
委員会への協力が続く。

●一方で、NPOをパートナー
とした活動や、従業員個人
が行う ボランティア活動等
への支援、職場体験受け
入れ等、全体的に取り組み
内容の多様化が見受けら
れる。8888

6666

5555

6666

6666

18181818

10101010

23232323

25252525

28282828

15151515

24242424

28282828

36363636

58585858

そのそのそのその他他他他

基金基金基金基金////財団財団財団財団のののの設立設立設立設立

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに設備設備設備設備やややや店舗店舗店舗店舗////資材資材資材資材をををを提供提供提供提供

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに従業員従業員従業員従業員をををを参加参加参加参加させるさせるさせるさせる

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに商品商品商品商品やサービスをやサービスをやサービスをやサービスを無償提供無償提供無償提供無償提供

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯへへへへ寄付寄付寄付寄付////協賛協賛協賛協賛

市民向市民向市民向市民向けけけけ講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣

被災地被災地被災地被災地へのへのへのへの募金募金募金募金////寄付寄付寄付寄付

インターンインターンインターンインターン////職場体験職場体験職場体験職場体験

従業員従業員従業員従業員のボラのボラのボラのボラ////地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援

町内会町内会町内会町内会などになどになどになどに設備設備設備設備やややや店舗店舗店舗店舗////資材資材資材資材をををを提供提供提供提供

町内会町内会町内会町内会などになどになどになどに従業員従業員従業員従業員をををを参加参加参加参加させるさせるさせるさせる

町内会町内会町内会町内会などになどになどになどに商品商品商品商品やサービスをやサービスをやサービスをやサービスを無償無償無償無償…………

イベントイベントイベントイベント実委実委実委実委へのへのへのへの参画参画参画参画

町内会町内会町内会町内会などへのなどへのなどへのなどへの寄付寄付寄付寄付////協賛協賛協賛協賛

件数件数件数件数

企業企業企業企業のののの具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容

 

●「地域・顧客との信頼構築」「イメ ージ・知名度・ブランド力の向上」が主な回答で、
58% の比率を占める。

●「社内の活性化」「従業員が自社への誇りを高める」についても 、25% の回答が寄
せられた。地域・社会貢献の効果として、対外的な信頼・イメ ージづくりとともに、
組織内部への好影響をあげるケースも見受けられる。

37%37%37%37%

21%21%21%21%3%3%3%3%

11%11%11%11%

14%14%14%14%

10%10%10%10%
4%4%4%4%

企業企業企業企業がががが得得得得られているられているられているられている効果効果効果効果

地域地域地域地域・・・・顧客顧客顧客顧客とのとのとのとの信頼構築信頼構築信頼構築信頼構築

イメージ・イメージ・イメージ・イメージ・知名度知名度知名度知名度・ブランド・ブランド・ブランド・ブランド向上向上向上向上

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング効果効果効果効果

社内社内社内社内のののの活性化活性化活性化活性化

従業員従業員従業員従業員のののの自社自社自社自社へのへのへのへの誇誇誇誇りりりり

効果効果効果効果なしなしなしなし

そのそのそのその他他他他
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●町内会への協力が大きな割
合で示されている。

●地元企業経営者は、地域団
体の活動を「ひと」「もの」の
側面から支える役割を担って
いる。

●一方で、NPOを取り組みの
パートナーとし、理事として団
体運営にあたる事例も回答に
含まれていた。

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの会員会員会員会員

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯのののの理事理事理事理事

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにににに寄付寄付寄付寄付・・・・物品提供物品提供物品提供物品提供

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯにボランティアにボランティアにボランティアにボランティア参加参加参加参加

町内会町内会町内会町内会のののの会長会長会長会長・・・・役員役員役員役員

町内会町内会町内会町内会などへのボランティアなどへのボランティアなどへのボランティアなどへのボランティア

町内会町内会町内会町内会などへのなどへのなどへのなどへの寄付寄付寄付寄付・・・・物品提供物品提供物品提供物品提供

そのそのそのその他他他他

6%6%6%6%

3%3%3%3%

5%5%5%5%

6%6%6%6%

21%21%21%21%

28%28%28%28%

27%27%27%27%

5%5%5%5%

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みみみみ

 

●「地域・顧客との信頼構築」が
合わせて約30％。

●他に「業種を超えた人脈形成」
と「自らの生きがい」について、
それぞれ約20％の比率で回答
が寄せられた。

●自らの事業に対する信頼醸成
とともに、業界を超えた人との
結びつきや、地域との関わり合
いを深める手段としても、地域・
社会貢献活動を活用している
状況が見える。

地域地域地域地域からのからのからのからの信頼信頼信頼信頼

顧客顧客顧客顧客からのからのからのからの信頼信頼信頼信頼

業種業種業種業種をををを超超超超えたえたえたえた人脈人脈人脈人脈

業界内業界内業界内業界内でのでのでのでの信頼信頼信頼信頼

自自自自らのらのらのらの生生生生きがいきがいきがいきがい

地域情報地域情報地域情報地域情報がががが得得得得られるられるられるられる

効果効果効果効果はないはないはないはない

そのそのそのその他他他他

14%14%14%14%

15%15%15%15%

20%20%20%20%

8%8%8%8%

19%19%19%19%

15%15%15%15%

10%10%10%10%

0%0%0%0%

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人としてとしてとしてとして活動活動活動活動からからからから得得得得られるものられるものられるものられるもの

 

� 従業員数と実施主体の関わり

0

5

10

15

20

25

30

従業員数従業員数従業員数従業員数とととと実施主体実施主体実施主体実施主体

会社会社会社会社としてとしてとしてとして実施実施実施実施

会社会社会社会社・・・・経営者経営者経営者経営者 双方双方双方双方でででで実施実施実施実施

経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人のみのみのみのみ実施実施実施実施

会社会社会社会社・・・・経営者経営者経営者経営者 双方双方双方双方でででで実施実施実施実施なしなしなしなし

件数

 

62%62%62%62%

29%29%29%29%

2%2%2%2%

7%7%7%7%

地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動はははは重要重要重要重要？？？？

非常非常非常非常にににに重要重要重要重要 今後重要今後重要今後重要今後重要になるになるになるになる 重要重要重要重要ではないではないではないではない わからないわからないわからないわからない

69%69%69%69%

28%28%28%28%

3%3%3%3%

今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし

積極的積極的積極的積極的にににに継続継続継続継続 成果成果成果成果があればがあればがあればがあれば継続継続継続継続 打打打打ちちちち切切切切るるるる

■回答企業・商工業者の90% が継続に肯定的であり、地域・社会貢献活動そのもの
についても、同じよう に90% 以上が重要性を認識している。

 

経済的経済的経済的経済的負担負担負担負担がががが困難困難困難困難

19%19%19%19%

マンパワーがマンパワーがマンパワーがマンパワーが確保確保確保確保

できないできないできないできない

18%18%18%18%

情報情報情報情報・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウ

のののの不足不足不足不足 22%22%22%22%

必要性必要性必要性必要性をををを感感感感じないじないじないじない

5%5%5%5%

社内社内社内社内理解理解理解理解のののの不足不足不足不足

1%1%1%1%

経営者経営者経営者経営者のみののみののみののみの活動活動活動活動

でででで十分十分十分十分

29%29%29%29%

そのそのそのその他他他他 6%6%6%6%

地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動にににに取取取取りりりり組組組組まないまないまないまない理由理由理由理由

■「経済的負担」「マンパワー」「情報・ノウハウ不足」が3大要素。
■しかし、活動そのものに必要性を感じないとして取り組まないケースはわずか５％。

 

●「効果の実感がない」「取り組み
内容のマンネリ化」「売上への
反映がない」負の３大要素。

●８割以上が活動に取り組み、９
割以上が重要性を認識し、継続
の見込を持っているにもかかわ
らず、その効果と成果が見えに
くい状況が認められる。

●企業側は、取り組み内容の多様
化と、「何をもって成果とする
か」「何をその活動で目指すの
か」という 根本的な定義と本質
を考えることで、より、その可能
性を広げるチャンスが生まれ
る。

2%2%2%2%

3%3%3%3%

5%5%5%5%

5%5%5%5%

6%6%6%6%

10%10%10%10%

12%12%12%12%

17%17%17%17%

18%18%18%18%

21%21%21%21%

そのそのそのその他他他他

社内理解社内理解社内理解社内理解のののの不足不足不足不足

リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの不安不安不安不安

ノウハウのノウハウのノウハウのノウハウの不足不足不足不足

社外社外社外社外・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの理解不足理解不足理解不足理解不足

コストコストコストコスト負担負担負担負担がががが大大大大きいきいきいきい

マンパワーのマンパワーのマンパワーのマンパワーの不足不足不足不足

売上売上売上売上・・・・収益収益収益収益へのへのへのへの反映反映反映反映がないがないがないがない

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容のマンネリのマンネリのマンネリのマンネリ化化化化

効果効果効果効果のののの実感実感実感実感がないがないがないがない

地域地域地域地域・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動 実施上実施上実施上実施上のののの課題課題課題課題
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●市民活動団体（NPO・町内会と
もに）が企業と連携・協働を望
む場合は、その活動内容と目
的を明らかにし、“自らが何者
であるか？”という 説明責任と
情報公開が必要不可欠！

●そして、それがどのよう な成“企
業が取り組みやすい企画の提
案”が大切。果と価値を生み出
すのかをハッキリと提示するこ
とが求められる。

●「お互いが負担すること」「お互
いに協力すること」「お互いがめ
ざすべきもの」を明らかにする。

1%1%1%1%

6%6%6%6%

15%15%15%15%

15%15%15%15%

19%19%19%19%

19%19%19%19%

26%26%26%26%

そのそのそのその他他他他

適切適切適切適切なななな事務処理能力事務処理能力事務処理能力事務処理能力のののの確保確保確保確保

説明責任説明責任説明責任説明責任・・・・情報公開情報公開情報公開情報公開のののの徹底徹底徹底徹底

責任責任責任責任・・・・役割分担役割分担役割分担役割分担のののの明確化明確化明確化明確化

自社自社自社自社がががが参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい協力内容協力内容協力内容協力内容

連携連携連携連携・・・・協力内容協力内容協力内容協力内容のののの明確化明確化明確化明確化

活動目的活動目的活動目的活動目的・・・・内容内容内容内容のののの明確化明確化明確化明確化

企業企業企業企業がががが市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体とととと協働協働協働協働をすすめるためをすすめるためをすすめるためをすすめるためにににに

必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは？？？？
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添付資料（4） 調査報告会：事例報告資料（新日本石油精製株式会社仙台製油所） 

１１１１

製油所概要製油所概要製油所概要製油所概要

新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製㈱㈱㈱㈱

仙台製油所仙台製油所仙台製油所仙台製油所

�ISOISOISOISO 9001900190019001認証取得認証取得認証取得認証取得：：：：2002200220022002年年年年

�ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001認証取得認証取得認証取得認証取得：：：：1999199919991999年年年年

（（（（9002900290029002認証取得認証取得認証取得認証取得：：：：1998199819981998年年年年))))

（（（（2004200420042004年版認証取得年版認証取得年版認証取得年版認証取得：：：：2005200520052005年年年年））））

 

新日本石油新日本石油新日本石油新日本石油（（（（株株株株））））グループグループグループグループ製油所製油所製油所製油所

室蘭室蘭室蘭室蘭
１８０１８０１８０１８０千千千千BDBDBDBD

根岸根岸根岸根岸
３４０３４０３４０３４０千千千千BDBDBDBD大阪大阪大阪大阪

１１５１１５１１５１１５千千千千BDBDBDBD

７７７７製油所製油所製油所製油所のののの精製能力合計精製能力合計精製能力合計精製能力合計

：：：： １１１１,,,,３１７３１７３１７３１７千千千千BDBDBDBD（（（（２７２７２７２７．．．．２２２２％）％）％）％）

国内全体国内全体国内全体国内全体のののの精製能力精製能力精製能力精製能力

：：：： ４４４４,,,,８３５８３５８３５８３５千千千千BDBDBDBD

水島水島水島水島
２５０２５０２５０２５０千千千千BDBDBDBD

川崎製造所川崎製造所川崎製造所川崎製造所

和歌山石油精製和歌山石油精製和歌山石油精製和歌山石油精製
海南工場海南工場海南工場海南工場

仙台仙台仙台仙台
１４５１４５１４５１４５千千千千BDBDBDBD

新日本石油基地新日本石油基地新日本石油基地新日本石油基地
喜入基地喜入基地喜入基地喜入基地 ２２２２

麻里布麻里布麻里布麻里布
１２７１２７１２７１２７千千千千BDBDBDBD

横浜製造所横浜製造所横浜製造所横浜製造所

大分大分大分大分
１６０１６０１６０１６０千千千千BDBDBDBD

 

仙台製油所仙台製油所仙台製油所仙台製油所のののの沿革沿革沿革沿革

・・・・1964196419641964年年年年 仙台湾地区仙台湾地区仙台湾地区仙台湾地区がががが新産業都市新産業都市新産業都市新産業都市にににに指定指定指定指定

・・・・1968196819681968年年年年 「「「「東北石油設立基本協定書東北石油設立基本協定書東北石油設立基本協定書東北石油設立基本協定書」」」」締結締結締結締結

----旧三菱石油社長旧三菱石油社長旧三菱石油社長旧三菱石油社長、、、、東北電力社長東北電力社長東北電力社長東北電力社長、、、、宮城県知事宮城県知事宮城県知事宮城県知事

・・・・同同同同 年年年年 会社設立会社設立会社設立会社設立

・・・・1971197119711971年年年年 操業開始操業開始操業開始操業開始

・・・・1992199219921992年年年年 残油流動接触分解装置稼動残油流動接触分解装置稼動残油流動接触分解装置稼動残油流動接触分解装置稼動（（（（25252525千千千千BD→BD→BD→BD→現在現在現在現在43434343千千千千BDBDBDBD））））

・・・・1996199619961996年年年年 重油直接脱硫装置稼動重油直接脱硫装置稼動重油直接脱硫装置稼動重油直接脱硫装置稼動（（（（45454545千千千千BD→BD→BD→BD→現在現在現在現在52525252千千千千BDBDBDBD））））

・・・・2002200220022002年年年年 東北石油東北石油東北石油東北石油((((株株株株))))、、、、日石三菱精製日石三菱精製日石三菱精製日石三菱精製((((株株株株))))、、、、興亜石油興亜石油興亜石油興亜石油((((株株株株))))

とととと経営統合経営統合経営統合経営統合しししし、、、、新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製((((株株株株))))仙台製油所仙台製油所仙台製油所仙台製油所となとなとなとな

るるるる。。。。

・・・・2004200420042004年年年年 ガソリンガソリンガソリンガソリン脱硫装置稼動脱硫装置稼動脱硫装置稼動脱硫装置稼動（（（（31313131千千千千BD)BD)BD)BD)

・・・・2007200720072007年年年年 連続触媒再生式接触改質装置稼動連続触媒再生式接触改質装置稼動連続触媒再生式接触改質装置稼動連続触媒再生式接触改質装置稼動（（（（30303030千千千千BD)BD)BD)BD)

ガスタービンガスタービンガスタービンガスタービン複合発電設備稼動複合発電設備稼動複合発電設備稼動複合発電設備稼動(100,000kW)(100,000kW)(100,000kW)(100,000kW)、、、、売電開始売電開始売電開始売電開始
３３３３  

東北電力（株)
新仙台火力発電所

全農

仙台市ガス局
港工場

仙台製油所構内図仙台製油所構内図仙台製油所構内図仙台製油所構内図およびおよびおよびおよび周辺各社周辺各社周辺各社周辺各社

５５５５  

７７７７

七ヶ浜町

多賀城市

構内配置図構内配置図構内配置図構内配置図

仙台市

 

�ISOISOISOISO 9001900190019001認証取得認証取得認証取得認証取得：：：：2002200220022002年年年年

（（（（9002900290029002認証取得認証取得認証取得認証取得：：：：1998199819981998年年年年))))

�ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001認証取得認証取得認証取得認証取得：：：：1999199919991999年年年年

弊所弊所弊所弊所のののの地域交流地域交流地域交流地域交流
・・・・社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動についてについてについてについて

新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製㈱㈱㈱㈱

仙台製油所仙台製油所仙台製油所仙台製油所 2010201020102010年年年年2222月月月月22222222日日日日
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１１１１．．．．新日本石油新日本石油新日本石油新日本石油・・・・新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製新日本石油精製
役員役員役員役員・・・・従業員行動指針従業員行動指針従業員行動指針従業員行動指針

１１１１．．．．おおおお客様客様客様客様にごにごにごにご満足満足満足満足いただくためにいただくためにいただくためにいただくために

２２２２．．．．安全安全安全安全とととと環境環境環境環境をををを守守守守るためにるためにるためにるために

３３３３．．．．ひとりひとりをひとりひとりをひとりひとりをひとりひとりを大切大切大切大切にするためににするためににするためににするために

４４４４．．．．広広広広くくくく社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献するためにするためにするためにするために

→→→→ 地域交流活動地域交流活動地域交流活動地域交流活動

５５５５.... 情報情報情報情報をををを正正正正しくしくしくしく取取取取りりりり扱扱扱扱うためにうためにうためにうために

６６６６.... 公正公正公正公正でででで誠実誠実誠実誠実なななな事業活動事業活動事業活動事業活動のためにのためにのためにのために

 

広広広広くくくく社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献するためにするためにするためにするために

１１１１．．．．地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの相互交流相互交流相互交流相互交流をををを大切大切大切大切にしますにしますにしますにします。。。。

２２２２．．．．自然保護活動自然保護活動自然保護活動自然保護活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加

（（（（またはまたはまたはまたは、、、、活動活動活動活動をををを支援支援支援支援））））しますしますしますします。。。。

３３３３．．．．災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にはにはにはには、、、、進進進進んでんでんでんで支援支援支援支援・・・・救護活動救護活動救護活動救護活動

にににに参加参加参加参加しますしますしますします。。。。

４４４４．．．．文化文化文化文化・スポーツの・スポーツの・スポーツの・スポーツの振興振興振興振興、、、、福祉福祉福祉福祉などのなどのなどのなどの活動活動活動活動にににに積積積積
極的極的極的極的にににに参加参加参加参加（（（（またはまたはまたはまたは、、、、活動活動活動活動をををを支援支援支援支援））））しますしますしますします。。。。

５５５５．．．．先進的先進的先進的先進的なななな技術技術技術技術のののの研究研究研究研究・・・・発展発展発展発展にににに努努努努めますめますめますめます。。。。

 

２２２２．．．．当所当所当所当所におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

 

２２２２－－－－１１１１ ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

・・・・1997199719971997年年年年からからからから開催開催開催開催 今年度今年度今年度今年度でででで13131313回目回目回目回目
・・・・毎年毎年毎年毎年8888月最終土曜日月最終土曜日月最終土曜日月最終土曜日にににに開催開催開催開催

 

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル来場者推移来場者推移来場者推移来場者推移

0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1000100010001000

1200120012001200

1400140014001400

1600160016001600

1800180018001800

2000200020002000

97979797年年年年 00000000年年年年 03030303年年年年 06060606年年年年 09090909年年年年

来場者数来場者数来場者数来場者数

来場者数 　　来場者数 　　来場者数 　　来場者数 　　
（（（（増員対策後増員対策後増員対策後増員対策後））））

 

‘09‘09‘09‘09年年年年フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル風景風景風景風景

・・・・今年度今年度今年度今年度はははは8888月月月月29292929日日日日にににに開催開催開催開催、、、、1,7421,7421,7421,742名名名名ごごごご来場来場来場来場
・・・・地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様によるｽﾃｰｼﾞによるｽﾃｰｼﾞによるｽﾃｰｼﾞによるｽﾃｰｼﾞ、、、、ｹﾞｰﾑｹﾞｰﾑｹﾞｰﾑｹﾞｰﾑ、、、、抽選会抽選会抽選会抽選会、、、、構内見学等構内見学等構内見学等構内見学等

七七七七ヶヶヶヶ浜翔舞連浜翔舞連浜翔舞連浜翔舞連（（（（よさこいよさこいよさこいよさこい））））迫力迫力迫力迫力のののの踊踊踊踊りをりをりをりを披露披露披露披露 仙台仙台仙台仙台すずめすずめすずめすずめ踊踊踊踊りもりもりもりも初参加初参加初参加初参加
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‘09‘09‘09‘09年年年年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ風景風景風景風景

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

 

ENEOSENEOSENEOSENEOS親善親善親善親善パターゴルフパターゴルフパターゴルフパターゴルフ大会大会大会大会
（（（（七七七七ヶヶヶヶ浜浜浜浜パターゴルフパターゴルフパターゴルフパターゴルフ場場場場））））

・・・・七七七七ヶヶヶヶ浜町浜町浜町浜町パターゴルフパターゴルフパターゴルフパターゴルフ健康感謝有志会健康感謝有志会健康感謝有志会健康感謝有志会のごのごのごのご協力協力協力協力
・・・・今年度今年度今年度今年度はははは5555月月月月23232323日日日日にににに開催開催開催開催、、、、62626262名名名名ごごごご参加参加参加参加

競技開始前競技開始前競技開始前競技開始前、、、、にこやかににこやかににこやかににこやかに集合写真撮影集合写真撮影集合写真撮影集合写真撮影

 

ENEOSENEOSENEOSENEOS親善親善親善親善パターゴルフパターゴルフパターゴルフパターゴルフ大会大会大会大会
（（（（七七七七ヶヶヶヶ浜浜浜浜パターゴルフパターゴルフパターゴルフパターゴルフ場場場場））））

当所選手当所選手当所選手当所選手はははは、、、、オレンジオレンジオレンジオレンジ色色色色のののの『『『『ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳキャップキャップキャップキャップ』』』』をををを着用着用着用着用しししし、、、、

難難難難コースにコースにコースにコースに手手手手こずりながらこずりながらこずりながらこずりながら２２２２時間時間時間時間をををを越越越越えるえるえるえる競技競技競技競技にににに奮闘奮闘奮闘奮闘

 

ENEOSENEOSENEOSENEOS親善親善親善親善グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ大会大会大会大会
（（（（緩衝緑地公園緩衝緑地公園緩衝緑地公園緩衝緑地公園））））

・・・・大代大代大代大代グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ愛好会愛好会愛好会愛好会のごのごのごのご協力協力協力協力
・・・・今年度今年度今年度今年度はははは7777月月月月25252525日開催日開催日開催日開催、、、、93939393名名名名ごごごご参加参加参加参加

 

ENEOSENEOSENEOSENEOS親善親善親善親善グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ大会大会大会大会
（（（（緩衝緑地公園緩衝緑地公園緩衝緑地公園緩衝緑地公園））））

長長長長いホールはいホールはいホールはいホールは、、、、カップカップカップカップ はおよそはおよそはおよそはおよそ８０８０８０８０ＭＭＭＭ先先先先。。。。

競技前競技前競技前競技前にクラブをにクラブをにクラブをにクラブを使使使使ったったったった準備体操準備体操準備体操準備体操。。。。うっすらとうっすらとうっすらとうっすらと靄靄靄靄がかりがかりがかりがかり、、、、最高最高最高最高のコンディションのコンディションのコンディションのコンディション。。。。

近近近近くともホールのくともホールのくともホールのくともホールの枠枠枠枠がががが邪魔邪魔邪魔邪魔しますしますしますします。。。。
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家庭婦人家庭婦人家庭婦人家庭婦人バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール大会大会大会大会
（（（（多賀城市体育館多賀城市体育館多賀城市体育館多賀城市体育館））））

・・・・多賀城多賀城多賀城多賀城M’sM’sM’sM’sバレーボールバレーボールバレーボールバレーボール連盟主催連盟主催連盟主催連盟主催のののの大会大会大会大会にににに協賛協賛協賛協賛（（（（年年年年2222回回回回））））
・・・・今年度今年度今年度今年度はははは12121212月月月月12121212日日日日、、、、3333月月月月７７７７日予定日予定日予定日予定 （（（（約約約約250250250250名参加名参加名参加名参加））））

 

ＴＴＴＴ・・・・ＳＳＳＳふれあいふれあいふれあいふれあい排球祭排球祭排球祭排球祭りりりり
（（（（アクアリーナアクアリーナアクアリーナアクアリーナ体育館体育館体育館体育館））））

・・・・多賀城多賀城多賀城多賀城とととと七七七七ヶヶヶヶ浜浜浜浜バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール協会主催協会主催協会主催協会主催のののの大会大会大会大会にににに協賛協賛協賛協賛
・・・・今年度今年度今年度今年度はははは10101010月月月月4444日開催日開催日開催日開催 （（（（約約約約200200200200名参加名参加名参加名参加））））

開会式風景開会式風景開会式風景開会式風景。。。。

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

 

２２２２－－－－３３３３ 環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動
地域清掃活動地域清掃活動地域清掃活動地域清掃活動（（（（仙台仙台仙台仙台クリーンクリーンクリーンクリーンＥＮＥＯＳ）ＥＮＥＯＳ）ＥＮＥＯＳ）ＥＮＥＯＳ）

・『七七七七ヶヶヶヶ浜町浜町浜町浜町のクリｰンサポートプログラムのクリｰンサポートプログラムのクリｰンサポートプログラムのクリｰンサポートプログラム』』』』にににに賛同賛同賛同賛同したしたしたした
製油所有志製油所有志製油所有志製油所有志のののの清掃清掃清掃清掃ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

湊浜緑地公園はいつもゴミがいっぱい

 

地域清掃活動地域清掃活動地域清掃活動地域清掃活動（（（（仙台仙台仙台仙台クリーンクリーンクリーンクリーンＥＮＥＯＳ）ＥＮＥＯＳ）ＥＮＥＯＳ）ＥＮＥＯＳ）

・・・・4444････5555････9999････10101010････11111111月月月月のののの第第第第3333水曜日水曜日水曜日水曜日のののの昼休昼休昼休昼休みをみをみをみを基本基本基本基本にににに活動活動活動活動
・・・・‘‘‘‘04040404にににに16161616名名名名でででで湊浜緑地公園清掃活動湊浜緑地公園清掃活動湊浜緑地公園清掃活動湊浜緑地公園清掃活動をををを開始開始開始開始、、、、現在現在現在現在78787878人人人人。。。。
・・・・‘‘‘‘06060606年年年年からからからから大代地区運河沿大代地区運河沿大代地区運河沿大代地区運河沿いいいい開始開始開始開始（（（（３３３３回回回回////年年年年）。）。）。）。
・・・・‘‘‘‘08080808年年年年からからからから大代緩衝緑地公園大代緩衝緑地公園大代緩衝緑地公園大代緩衝緑地公園のののの清掃清掃清掃清掃（（（（２２２２回回回回////年年年年）。）。）。）。
・・・・‘‘‘‘08080808年年年年「「「「七七七七ヶヶヶヶ浜環境大賞浜環境大賞浜環境大賞浜環境大賞 優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞（（（（ゴミゼロゴミゼロゴミゼロゴミゼロ部門部門部門部門 団体団体団体団体
のののの部部部部）」）」）」）」受賞受賞受賞受賞
・・・・‘‘‘‘09090909年年年年「「「「特別名勝松島特別名勝松島特別名勝松島特別名勝松島をきれいにするをきれいにするをきれいにするをきれいにする会会会会」」」」よりよりよりより表彰表彰表彰表彰

ゴミのゴミのゴミのゴミの分別分別分別分別もももも大変大変大変大変ですですですです 大代緩衝緑地公園清掃風景大代緩衝緑地公園清掃風景大代緩衝緑地公園清掃風景大代緩衝緑地公園清掃風景

 

大代地区早朝清掃活動大代地区早朝清掃活動大代地区早朝清掃活動大代地区早朝清掃活動へのへのへのへの参加参加参加参加

・・・・大代地区大代地区大代地区大代地区ｺﾐｭﾆﾃｨｰｺﾐｭﾆﾃｨｰｺﾐｭﾆﾃｨｰｺﾐｭﾆﾃｨｰ主催主催主催主催のののの早朝清掃活動早朝清掃活動早朝清掃活動早朝清掃活動にににに数名参加数名参加数名参加数名参加
・・・・今年度今年度今年度今年度はははは5555月月月月24242424日日日日とととと10101010月月月月4444日日日日

朝朝朝朝のののの澄澄澄澄んだんだんだんだ空気空気空気空気のののの中中中中でのでのでのでの清掃活動清掃活動清掃活動清掃活動もももも、、、、たまにはたまにはたまにはたまには良良良良いものですいものですいものですいものです。。。。
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ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（06060606年年年年～）～）～）～）

・・・・06060606年年年年9999月月月月～～～～利府町菅谷利府町菅谷利府町菅谷利府町菅谷のののの県有林県有林県有林県有林（（（（面積面積面積面積5.75.75.75.7ｈａ）ｈａ）ｈａ）ｈａ）をををを
県県県県のののの森森森森づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業のののの活動活動活動活動フィールドとしてフィールドとしてフィールドとしてフィールドとして借用借用借用借用。。。。

・・・・命名権命名権命名権命名権をををを譲受譲受譲受譲受けてけてけてけて「「「「宮城県宮城県宮城県宮城県ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森森森森」」」」とととと命名命名命名命名。。。。

 

ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（06060606年年年年のののの状況状況状況状況））））

・・・・ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、社員社員社員社員、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ等等等等とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、林内林内林内林内のののの整備整備整備整備・・・・植樹植樹植樹植樹・・・・
遊歩道整備等遊歩道整備等遊歩道整備等遊歩道整備等のののの森林整備活動森林整備活動森林整備活動森林整備活動をををを実施実施実施実施。。。。

背丈背丈背丈背丈をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに上回上回上回上回るるるる笹笹笹笹やややや竹竹竹竹のののの藪藪藪藪

スギスギスギスギ林林林林もももも藤藤藤藤やややや笹笹笹笹でででで藪状態藪状態藪状態藪状態

 

ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（清掃活動風景清掃活動風景清掃活動風景清掃活動風景））））

バイクやタイヤなどのバイクやタイヤなどのバイクやタイヤなどのバイクやタイヤなどの大型大型大型大型ゴミゴミゴミゴミ運搬風景運搬風景運搬風景運搬風景

大量大量大量大量のゴミをのゴミをのゴミをのゴミを回収回収回収回収

 

ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（遊歩道作遊歩道作遊歩道作遊歩道作りりりり））））

鍬鍬鍬鍬でででで遊歩道作遊歩道作遊歩道作遊歩道作りりりり

階段作階段作階段作階段作りりりり風景風景風景風景

 

ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（植樹風景植樹風景植樹風景植樹風景））））

笹笹笹笹をををを刈刈刈刈りりりり払払払払いいいい植樹植樹植樹植樹

記念植樹記念植樹記念植樹記念植樹

 

ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（下草刈下草刈下草刈下草刈りりりり風景風景風景風景））））

6666月月月月のののの風景風景風景風景

見通見通見通見通しがしがしがしが良良良良くなりましたくなりましたくなりましたくなりました
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ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳのののの森活動森活動森活動森活動（（（（様様様様々々々々なななな活動風景活動風景活動風景活動風景））））

花壇作花壇作花壇作花壇作りとりとりとりと整備整備整備整備 キノコのキノコのキノコのキノコの植菌作業植菌作業植菌作業植菌作業

クリスマスリースクリスマスリースクリスマスリースクリスマスリース作作作作りりりり 甲虫甲虫甲虫甲虫ビオトープビオトープビオトープビオトープ作作作作りりりり

 

ＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳＥＮＥＯＳわくわくわくわくわくわくわくわく環境教室環境教室環境教室環境教室

小学校小学校小学校小学校4444～～～～6666年生児童年生児童年生児童年生児童をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして
模擬蒸留実験模擬蒸留実験模擬蒸留実験模擬蒸留実験、、、、燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池のののの実験等実験等実験等実験等をををを
通通通通じてじてじてじて石油石油石油石油とととと地球環境地球環境地球環境地球環境などについてなどについてなどについてなどについて
学学学学ぶぶぶぶ教室教室教室教室ですですですです。。。。

模擬原油模擬原油模擬原油模擬原油をををを用用用用いたいたいたいた蒸留実験風景蒸留実験風景蒸留実験風景蒸留実験風景

スーパーコンピューターによるスーパーコンピューターによるスーパーコンピューターによるスーパーコンピューターによる２１００２１００２１００２１００年年年年までのまでのまでのまでの気温気温気温気温のののの
シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション画像画像画像画像はははは相当相当相当相当インパクトがインパクトがインパクトがインパクトが強強強強かったようかったようかったようかったよう
でしたでしたでしたでした。。。。

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

 

２２２２－－－－４４４４ 文化活動文化活動文化活動文化活動
ENEOSENEOSENEOSENEOSバドミントンスクールバドミントンスクールバドミントンスクールバドミントンスクール
（（（（七七七七ヶヶヶヶ浜町民体育館浜町民体育館浜町民体育館浜町民体育館））））

・・・・1997199719971997年年年年からからからから実施実施実施実施。。。。
・・・・小学小学小学小学4444年年年年～～～～6666年生対象年生対象年生対象年生対象 今年度生徒数今年度生徒数今年度生徒数今年度生徒数３７３７３７３７名名名名
・バトミントン・バトミントン・バトミントン・バトミントン班員班員班員班員がががが講師講師講師講師。。。。毎月毎月毎月毎月1111～～～～2222回土曜日回土曜日回土曜日回土曜日にににに開催開催開催開催

 

ENEOSENEOSENEOSENEOSバドミントンスクールバドミントンスクールバドミントンスクールバドミントンスクール

新入生新入生新入生新入生はラケットのはラケットのはラケットのはラケットの握握握握りりりり方方方方からからからから練習練習練習練習

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン練習風景練習風景練習風景練習風景

 

史都多賀城万葉史都多賀城万葉史都多賀城万葉史都多賀城万葉まつりへのまつりへのまつりへのまつりへの参加参加参加参加
（（（（‘‘‘‘07070707年年年年～）～）～）～）

・・・・今年度今年度今年度今年度はははは10101010月月月月11111111日日日日、、、、20202020名名名名でででで参加参加参加参加
・いにしえ・いにしえ・いにしえ・いにしえ人人人人のののの衣装衣装衣装衣装をまといをまといをまといをまとい万葉行列万葉行列万葉行列万葉行列にににに参加参加参加参加
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国際国際国際国際トライアスロントライアスロントライアスロントライアスロン七七七七ヶヶヶヶ浜大会浜大会浜大会浜大会へのボランへのボランへのボランへのボラン
ティアティアティアティア参加参加参加参加

・・・・今年度今年度今年度今年度、、、、7777月月月月5555日第日第日第日第15151515回大会回大会回大会回大会にににに給水給水給水給水・・・・輪輪輪輪ゴムゴムゴムゴム渡渡渡渡しししし道路整道路整道路整道路整
理理理理などでなどでなどでなどで、、、、16161616名名名名ボランティアボランティアボランティアボランティア参加参加参加参加

始始始始めにスイムからバイクにめにスイムからバイクにめにスイムからバイクにめにスイムからバイクに向向向向かうかうかうかう選手選手選手選手へのへのへのへの給水給水給水給水ですですですです。。。。

ランコースではランコースではランコースではランコースでは、、、、選手選手選手選手のののの腕腕腕腕にににに周回周回周回周回チェックチェックチェックチェック用用用用のののの輪輪輪輪ゴムをパチンゴムをパチンゴムをパチンゴムをパチン。。。。

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

 

２２２２－－－－５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動
・・・・文化事業文化事業文化事業文化事業へのへのへのへの協賛協賛協賛協賛（（（（多賀城市多賀城市多賀城市多賀城市、、、、七七七七ヶヶヶヶ浜町浜町浜町浜町））））

・・・・夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり等等等等のののの地域行事地域行事地域行事地域行事・その・その・その・その他他他他のののの協賛協賛協賛協賛

 

七七七七ヶヶヶヶ浜町福祉施設浜町福祉施設浜町福祉施設浜町福祉施設のののの空空空空きききき缶回収協力缶回収協力缶回収協力缶回収協力
（（（（07070707年年年年～）～）～）～）

・・・・’’’’07070707年年年年4444月月月月10101010日日日日からからからから七七七七ヶヶヶヶ浜町福祉施設浜町福祉施設浜町福祉施設浜町福祉施設（（（（あさひあさひあさひあさひ園園園園））））
のののの空空空空きききき缶回収缶回収缶回収缶回収へのへのへのへの協力協力協力協力をををを開始開始開始開始

・・・・所内所内所内所内にににに専用専用専用専用のののの回収回収回収回収ボックスをボックスをボックスをボックスを設置設置設置設置

 

募金型自動販売機募金型自動販売機募金型自動販売機募金型自動販売機のののの設置設置設置設置（（（（08080808年年年年～）～）～）～）

七ヶ浜社会福祉協議会の
紹介で2008年7月より導入。

飲料水購入者及び自販機
設置先・飲料メーカーから売り
上げに応じて共同募金会に
募金するシステムです。

この1台で３者合計で１年間
に１０万円を超える募金が
集まっています。

宮城県協同募金会を通じて
各種福祉団体や社会事業団体
へ、寄付されます。

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会
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最近最近最近最近のののの多賀城市多賀城市多賀城市多賀城市のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご見学見学見学見学

2009200920092009年年年年2222月月月月16161616日日日日 多賀城東小学校多賀城東小学校多賀城東小学校多賀城東小学校5555年生年生年生年生 75757575名名名名

2222月月月月17171717日日日日 多賀城東小学校多賀城東小学校多賀城東小学校多賀城東小学校5555年生年生年生年生 42424242名名名名

3333月月月月27272727日日日日 多賀城市幹部多賀城市幹部多賀城市幹部多賀城市幹部 15151515名名名名

9999月月月月30303030日日日日 大代防災協大代防災協大代防災協大代防災協 34343434名名名名

10101010月月月月30303030日日日日 宮城県防災訓練宮城県防災訓練宮城県防災訓練宮城県防災訓練 40404040名名名名

（（（（大代防災協大代防災協大代防災協大代防災協・・・・多賀城市議会多賀城市議会多賀城市議会多賀城市議会のののの方方方方々々々々等等等等））））

2010201020102010年年年年1111月月月月26262626日日日日 桜木地区桜木地区桜木地区桜木地区 42424242名名名名

年間年間年間年間約約約約1, 2001, 2001, 2001, 200～～～～2000200020002000名名名名のののの見学見学見学見学
者者者者

２２２２－－－－６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

 

大代防災協大代防災協大代防災協大代防災協のののの方方方方々々々々のごのごのごのご見学風景見学風景見学風景見学風景

細井副所長細井副所長細井副所長細井副所長よりよりよりより防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて説明説明説明説明。。。。

コントロールコントロールコントロールコントロール室室室室もももも見学見学見学見学

 

なつやすみなつやすみなつやすみなつやすみ科学科学科学科学バスツアーバスツアーバスツアーバスツアー（（（（06060606年年年年～）～）～）～）

・・・・主催主催主催主催：：：：河北新報社河北新報社河北新報社河北新報社、、、、後援後援後援後援：：：：仙台市教育委員会仙台市教育委員会仙台市教育委員会仙台市教育委員会、、、、協力協力協力協力：：：：当社当社当社当社
・・・・今年度今年度今年度今年度はははは8888月月月月3333日開催日開催日開催日開催。。。。
・・・・宮城県在住小学宮城県在住小学宮城県在住小学宮城県在住小学4444～～～～6666年生年生年生年生とととと保護者保護者保護者保護者40404040組組組組 計計計計80808080名名名名がががが参加参加参加参加。。。。
・・・・製油所見学製油所見学製油所見学製油所見学とととと環境科学教室環境科学教室環境科学教室環境科学教室をををを実施実施実施実施。。。。

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

 

２２２２－－－－７７７７ 地域広報地域広報地域広報地域広報 広報誌広報誌広報誌広報誌「「「「うみねこうみねこうみねこうみねこ」」」」

・・・・2003200320032003年度年度年度年度からからからから（（（（近隣近隣近隣近隣32323232区区区区にににに回覧回覧回覧回覧、、、、発行部数約発行部数約発行部数約発行部数約800800800800部部部部））））
・・・・毎年毎年毎年毎年６６６６回程度発行回程度発行回程度発行回程度発行
・この・この・この・この他他他他、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ広報車広報車広報車広報車によるによるによるによる広報広報広報広報をををを実施実施実施実施

 

２２２２．．．．主主主主なななな活動項目活動項目活動項目活動項目

１１１１．．．．ENEOSENEOSENEOSENEOSふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

２２２２．．．．スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会

３３３３．．．．環境環境環境環境ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動

４４４４．．．．文化活動文化活動文化活動文化活動

５５５５．．．．支援活動支援活動支援活動支援活動

６６６６．．．．地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様そのそのそのその他他他他のののの見学見学見学見学

７７７７．．．．地域広報地域広報地域広報地域広報

８８８８．．．．視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会
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２２２２－－－－８８８８ 視察視察視察視察・・・・説明会説明会説明会説明会・・・・懇談会懇談会懇談会懇談会

• 行政幹部行政幹部行政幹部行政幹部によるごによるごによるごによるご視察視察視察視察

• 議会議会議会議会によるごによるごによるごによるご視察視察視察視察

• 定期点検説明会定期点検説明会定期点検説明会定期点検説明会（行政・区長）

• 区長説明会区長説明会区長説明会区長説明会

• 近隣団体近隣団体近隣団体近隣団体・・・・関係先関係先関係先関係先とのとのとのとの懇談会懇談会懇談会懇談会

 

私私私私たちはたちはたちはたちは地域社会地域社会地域社会地域社会のののの皆様皆様皆様皆様とのとのとのとの絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、
快適快適快適快適でででで豊豊豊豊かなかなかなかな暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに貢献貢献貢献貢献いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
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添付資料（5） 調査報告会：事例報告資料（東北労働金庫多賀城支店） 

１１１１. ろうきんろうきんろうきんろうきん設立設立設立設立とととと経営理念経営理念経営理念経営理念

2. 地域共生事業地域共生事業地域共生事業地域共生事業のののの事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介

3. 多賀城支店多賀城支店多賀城支店多賀城支店のののの取組取組取組取組みみみみ報告報告報告報告

4. 共生社会共生社会共生社会共生社会のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指してしてしてして

東北東北東北東北ろうきんろうきんろうきんろうきん 多賀城支店多賀城支店多賀城支店多賀城支店

支支支支 店店店店 長長長長 北北北北 尚登尚登尚登尚登今日お話ししたいこと

 

◆◆◆◆1957195719571957年生年生年生年生れれれれ 52525252歳歳歳歳 BBBB型型型型 仙台市太白区在住仙台市太白区在住仙台市太白区在住仙台市太白区在住

◆◆◆◆所所所所 属属属属 東北東北東北東北ろうきんろうきんろうきんろうきん 多賀城支店多賀城支店多賀城支店多賀城支店

◇◇◇◇主主主主なななな経歴経歴経歴経歴

2000200020002000年年年年～～～～サポートサポートサポートサポート資源提供資源提供資源提供資源提供プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに参加参加参加参加！！！！

2003200320032003年年年年、、、、①①①①ろうきんろうきんろうきんろうきん地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ファンドファンドファンドファンド創設創設創設創設

②②②②施設製品採用施設製品採用施設製品採用施設製品採用コンペをスタートコンペをスタートコンペをスタートコンペをスタート

2005200520052005年年年年、、、、③③③③宮城県宮城県宮城県宮城県NPONPONPONPO活動活動活動活動サポートローンサポートローンサポートローンサポートローン創設創設創設創設

2007200720072007年年年年、、、、④④④④東北全域東北全域東北全域東北全域でパートナーシップでパートナーシップでパートナーシップでパートナーシップ制度創設制度創設制度創設制度創設

⑤⑤⑤⑤東北東北東北東北ろうきんろうきんろうきんろうきん多重債務対策本部設置多重債務対策本部設置多重債務対策本部設置多重債務対策本部設置

2007200720072007年年年年～～～～宮城県宮城県宮城県宮城県「「「「ゆめファンドゆめファンドゆめファンドゆめファンド」」」」審査委員審査委員審査委員審査委員

日本日本日本日本ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション協会仙台協会仙台協会仙台協会仙台サロンサロンサロンサロン運営委員運営委員運営委員運営委員

2008200820082008年年年年～～～～東北労働金庫東北労働金庫東北労働金庫東北労働金庫・・・・多賀城支店多賀城支店多賀城支店多賀城支店にににに赴任赴任赴任赴任

私私私私、、、、北北北北 尚登尚登尚登尚登（（（（きたきたきたきた ひさとひさとひさとひさと））））はははは何者何者何者何者なのかなのかなのかなのか?

 

ろうきん誕生の経過

戦後戦後戦後戦後のののの混乱期混乱期混乱期混乱期（（（（食糧難食糧難食糧難食糧難・・・・住宅難住宅難住宅難住宅難・・・・物資不足物資不足物資不足物資不足・・・・・・・・・・・・））））

高利貸高利貸高利貸高利貸しやしやしやしや質屋質屋質屋質屋にににに頼頼頼頼らざるをらざるをらざるをらざるを得得得得ないないないない

勤労者勤労者勤労者勤労者はははは生活生活生活生活がががが苦苦苦苦しいのにしいのにしいのにしいのに、、、、銀行銀行銀行銀行はははは

企業企業企業企業にしかおにしかおにしかおにしかお金金金金をををを貸貸貸貸してくれないしてくれないしてくれないしてくれない

それならそれならそれならそれなら、、、、自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで働働働働くくくく人人人人のためののためののためののための銀行銀行銀行銀行
をををを作作作作ろうとろうとろうとろうと、、、、労働組合労働組合労働組合労働組合やややや生協生協生協生協がががが資金資金資金資金をををを拠出拠出拠出拠出
したしたしたした

ますますますますますますますます苦苦苦苦しいしいしいしい
生活生活生活生活に・・・に・・・に・・・に・・・

月月月月６６６６分分分分

 

ＷＨＡＴ ＩＳ 福祉金融機関？

◆福祉とは古い中国の言葉で、

「しあわせ」や「ゆたかさ」の意味

◆英語では、「ＷＥＬＦＡＲＥ」（ウェルフェア）であり、

『『『『誰誰誰誰もがもがもがもが快適快適快適快適にににに生活生活生活生活できることできることできることできること』』』』と定義！

つまり、〈ろうきん〉が保有する金融機能を活かして、

「誰誰誰誰もがもがもがもが心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに暮暮暮暮してしてしてして行行行行けるけるけるける社会社会社会社会の実現」に

貢献することが福祉金融機関なのです。

 

ろうきんのろうきんのろうきんのろうきんの理念理念理念理念

ろうきんはろうきんはろうきんはろうきんは、、、、働働働働くくくく人人人人のののの夢夢夢夢とととと共感共感共感共感をををを創造創造創造創造するするするする協同組織協同組織協同組織協同組織のののの福祉金融機関福祉金融機関福祉金融機関福祉金融機関ですですですです。。。。

ろうきんはろうきんはろうきんはろうきんは、、、、会員会員会員会員がががが行行行行うううう経済経済経済経済・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・環境環境環境環境およびおよびおよびおよび文化文化文化文化にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる活動活動活動活動をををを促進促進促進促進しししし、、、、

人人人人々々々々がががが喜喜喜喜びをもってびをもってびをもってびをもって共生共生共生共生できるできるできるできる社会社会社会社会のののの実現実現実現実現にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としますとしますとしますとします。。。。

ろうきんはろうきんはろうきんはろうきんは、、、、働働働働くくくく人人人人のののの団体団体団体団体、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民のののの参加参加参加参加によるによるによるによる団体団体団体団体をををを会員会員会員会員としとしとしとし、、、、そのネットそのネットそのネットそのネット
ワークによってワークによってワークによってワークによって成成成成りりりり立立立立っていますっていますっていますっています。。。。

会員会員会員会員はははは、、、、平等平等平等平等のののの立場立場立場立場でろうきんのでろうきんのでろうきんのでろうきんの運営運営運営運営にににに参画参画参画参画しししし、、、、運動運動運動運動とととと事業事業事業事業のののの発展発展発展発展にににに努努努努めますめますめますめます。。。。

ろうきんはろうきんはろうきんはろうきんは、、、、誠実誠実誠実誠実・・・・公正公正公正公正およびおよびおよびおよび公開公開公開公開をををを旨旨旨旨としとしとしとし、、、、健全経営健全経営健全経営健全経営にににに徹徹徹徹してしてしてして会員会員会員会員のののの信頼信頼信頼信頼にににに応応応応
えますえますえますえます。。。。

 

生活応援生活応援生活応援生活応援

運動運動運動運動

会員労働組合会員労働組合会員労働組合会員労働組合

ろうきんろうきんろうきんろうきん

預預預預

金金金金

融融融融

資資資資
多 重債務対策多 重債務対策多 重債務対策多 重債務対策
のののの取組取組取組取組

・・・・生活設計生活設計生活設計生活設計

・・・・生活 善生活 善生活 善生活 善

・・・・消 者教育消 者教育消 者教育消 者教育

地域共生活動地域共生活動地域共生活動地域共生活動

のののの取組取組取組取組みみみみ

・・・・NPONPONPONPO支援支援支援支援

・・・・ 労者労者労者労者のののの

生甲 作生甲 作生甲 作生甲 作りりりり

・・・・地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献

多重債務多重債務多重債務多重債務のののの相談相談相談相談

相談機能強化相談機能強化相談機能強化相談機能強化

クレサラセミナークレサラセミナークレサラセミナークレサラセミナー

地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの提供提供提供提供
組合員 組合員 組合員

事業融資事業融資事業融資事業融資

助成事業助成事業助成事業助成事業

ボランティアボランティアボランティアボランティア
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サポート資源提供システム

2001年9月～2009年3月の実績

●物品 １，１８８万円

●中古ＰＣ 696万円

●資金 ４，３４２万円

(うち労金資金1,159万円)

合合合合 計計計計 6,227万円万円万円万円

NNNN PPPP OOOO

市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体

パソコン

物品・場所

労働組合

情報ライブラリィ

資資資資 金金金金

人材・ノウハウ

企 業

市 民

地域地域地域地域ののののNPONPONPONPOがががが必要必要必要必要とするとするとするとする経営資源経営資源経営資源経営資源（（（（物物物物

品品品品・・・・場所場所場所場所、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン、、、、情報情報情報情報、、、、資金資金資金資金、、、、人材人材人材人材、、、、

ノウハウノウハウノウハウノウハウ等等等等））））をををを地域地域地域地域のののの市民市民市民市民やややや企業企業企業企業・・・・労働労働労働労働

組合等組合等組合等組合等がががが提供提供提供提供しししし、、、、循環循環循環循環することですることですることですることで、、、、地域地域地域地域

のののの課題解決課題解決課題解決課題解決やややや活性化活性化活性化活性化をををを目指目指目指目指すものですすものですすものですすものです。。。。

 

ろうきんろうきんろうきんろうきん地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ファンドファンドファンドファンド」」」」のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ

福 祉

環 境 保 全

国 際 協 力

人権・平和・男女共同参画

市民活動支援

お ま か せ

ま ち づ く り

ろ
う
き
ん
地
域
貢
献
フ
ァ
ン
ド

市民活動団体
ＮＰＯ

寄付者

市 民

勤労者

労働組合

東
北
労
働
金
庫

子供・文化・スポーツ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
寄
付
シ
ス
テ
ム

定期 金
利 の30%

暶で
寄付 指定

「「「「地域共生地域共生地域共生地域共生」」」」のののの取組事例取組事例取組事例取組事例
 

施設製品 用施設製品 用施設製品 用施設製品 用コン とはコン とはコン とはコン とは
三方良しのプログラム

宮城
県内の
障がい者
福祉施設
に公募

宮城県内の
〈ろうきん〉
１４店舗で
定期預金獲得
キャンペーン

販促品として
活用します

NPO法人と協働
審査会の開催

採用製品決定

製品発注と納品

県内施設への
チラシ作成依頼

預金をされた
お客様に
施設製品を
プレゼント

寄付金は

地域のNPOの
助成財源に

11月～２月９月～ 10月～

「「「「地域共生地域共生地域共生地域共生」」」」のののの取組事例取組事例取組事例取組事例

 

社会貢献定期 金「NPOサポーター 」

「「「「施設製品 用施設製品 用施設製品 用施設製品 用コンコンコンコン 」」」」 査会査会査会査会のののの様子様子様子様子

価 の 性

創 性

品 質 性

計 画 性

イン性

500円以内の 価であり、市場流通製品と比 して同

等か しくは下回っている。

工 ・アイ アがあり、新しい から取組んでいる。
また、環境問題等の社会的な ー を取込んでいる。

品質の 持向上に泃力しており、一定 度の品質を保
っていると考えられる。

製品の 品計画は であり、 ー ー側の ー
にも 分対 する能力を有している。

しみやすく れた インであり、 男女を問わ
ず誰もが いやすい工 をしている。

 

NPO事業サポート ーン

◆◆◆◆公公公公 をををを担担担担ううううNPOのののの事業活動事業活動事業活動事業活動をををを資金面資金面資金面資金面でででで 援援援援。。。。

◆◆◆◆ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯをををを通通通通じてじてじてじて「「「「働働働働くくくく人人人人たちのたちのたちのたちの生活向上生活向上生活向上生活向上」」」」をををを目指目指目指目指すすすす。。。。

意の

お金

のあ
るお金

預
金ろうきんろうきんろうきんろうきん

高 者の介
事業（NPO）

がい者の
ための事業
(NPO）

子どものため
の事業(NPO）

融
資

社会的社会的社会的社会的サービスサービスサービスサービス

「「「「地域共生地域共生地域共生地域共生」」」」のののの取組事例取組事例取組事例取組事例

社会的社会的社会的社会的サービスサービスサービスサービス

 

ＮＰＯパートナーシップ 度

人材を必要とする
ＮＰＯ

リタイ された方
現役の働く人たち

ＮＰＯ支援 ンター

マッチング

ろうきんろうきんろうきんろうきん

ボランティア体験

情報と出会
いの場提供

「「「「地域共生地域共生地域共生地域共生」」」」のののの取組事例取組事例取組事例取組事例

プ グラム 成

協働
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積立預金
ご契約

地域通貨
プレゼント

ランチ券
等の抽選

ＤＣ協賛
商品買物

１ １００円の

地域通 として
協賛店で 用
可能なシステム

 

積立預金
ご契約

地域通貨
プレゼント

ランチ券
等の抽選

ＤＣ協賛
商品買物

コンテスト入選
のランチ を

アで 選!!
 

市民の
情報

サポート
センター

来店の
お客様

ろうきん
の支店

企画

 

多賀城市の小規模作業所
〈コスモスホール 〉と協働

「NPOサポーター 」は、 金を介した地域貢献

ですが、融資を介した社会的な取組みを営業店
リアで模 した中で、実現いたしました。

アイディア会
議の中で生ま
れた！

す る 時
は 切 り と
し て 活 し
ます。

 

住宅ローンの借換利用者に進呈する
「ガーデニングツール格納箱」

の庭作業
が しみな
北支店長

切りの は
草むしり作業
時の にも
なる優れもの
です

 

多賀城市と七ヶ浜町の
小規模作業所との協働事例

金キャン ーン時

におけるチラシ め

業と団地内のポスティ

ング業 を協働委

ク ネコメール 配 事業・・・
がい者が地域地域地域地域でででで共生共生共生共生するたするたするたするた

めにめにめにめに必要必要必要必要なななな仕事創仕事創仕事創仕事創りりりりの一環と
して、 マト運 株式会社の「
メール 配 業 」の

2009 2010

見台団地 高 団地
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ＭＯＴＴＡＩＮＡＩプロジェクト実行委員会

ろうきんろうきんろうきんろうきん地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ファンドファンドファンドファンド2009200920092009 成事業成事業成事業成事業

多賀城多賀城多賀城多賀城をををを
もっともっともっともっと市民市民市民市民がががが
主役主役主役主役のののの街街街街にしにしにしにし
たいたいたいたい！！！！

もっともっともっともっと、、、、もっともっともっともっと、、、、
市民市民市民市民のののの共感共感共感共感をををを
集集集集めるにはめるにはめるにはめるには
どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら良良良良
いだろういだろういだろういだろう？？？？

 

実績のあるマスター（達人）を
多賀城に招きノウハウを吸収！

吸収したものを取入れて
実践してみよう！

実践して感じたことを
多くの市民と共有しよう！

 

実績のあるマス
ター（達人）を
多賀城に招き
ノウハウを
吸収する！

１１月１３日（金）
フードドライブで余って
いる食材を寄付しよう

情報交流会

１０月１７日（土）
エコロジーな市民参加
型プロジェクトの推進

 

吸収した
ものを
取入れて
実践して
みよう！

 

こんなに沢山の食料品が集まった

フードドライブで寄せられた善意の食品

■食料品のリスト■

白 １３０
パスタ ８
うどん・そば等の １０
カップ ２０食

き ４５０
お ２０
缶 ・お 子等 ４３点

代 のお パック ９０食
コーヒー ３００グラム

 

実践して
感じた
ことを

多くの市
民と共有
しよう！

報告交流会
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わるわるわるわる社会社会社会社会のののの課題課題課題課題
ｷｮﾊﾜﾗｷｮﾊﾜﾗｷｮﾊﾜﾗｷｮﾊﾜﾗ｣｣｣｣ｯﾛﾂﾜｯﾛﾂﾜｯﾛﾂﾜｯﾛﾂﾜ｣｣｣｣ﾚｰﾒﾘｻﾚｰﾒﾘｻﾚｰﾒﾘｻﾚｰﾒﾘｻ社社社社 2005年年年年

Corporate Community Investment in Japanよりよりよりより

経済 と ーム ス、自 、 者 業増 、所得 の増大

と不 感の増

在日外国人の増 と 見、 の問題

次 企業スキャン ルによる食の 全性への信頼 下

互 助をベースとした 統的コ ティの

子供たちの「生きづらさ」と不登

女性 労をめ る

家 内暇力、 の増

ジタル バイド、援助 際など情報化社会の負の影響

な高 化による負担増への不

外国人プ ス
の見た日本

 

企業、行政が手を出せない

地域のﾆｰｽﾞに取り組む

市民主体の助け合い活動

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ

共生公助

政府・自治体の限界

自助

個人負担の限界

 

地域に暮らす人々の
豊かな暮らしと福祉の充実

共生社会の実現

はたらくはたらくはたらくはたらく人人人人々々々々のののの

生甲斐生甲斐生甲斐生甲斐づくりをづくりをづくりをづくりを応援応援応援応援

行政サービスだけでは

解決できない課題に取組
む

地域地域地域地域コミュニテイのコミュニテイのコミュニテイのコミュニテイの活性化活性化活性化活性化

目的が
一
緒！

目的が

一
緒！

 

ご清聴
ありがとう

ございました！
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